【神奈川銀杏会ニュース】第５５号
平成３１年１月発行
新年の御挨拶
神奈川銀杏会会長 大久保敏治
神奈川銀杏会の皆様、明けましておめでとうございます。
「神奈川銀杏会」は平成５年１２月設立されましたので、昨年、創立２５周年を迎えました。この間、会員の皆
様の絶大なご努力で同好会活動を中心に様々な取り組みをしてきました。まず皆様の今日までのご努力に敬意を表
したいと思います。
しかしながら、東大の同窓会組織はいずれも会員減少、高齢化に悩んでおり、神奈川銀杏会も例外ではなく様々
な努力を重ねてきておりますが歯止めがかかっていない状況です。こうした状況については母校である東大でも共
有されており、一つの解決策として、東大同窓会連合会にたいして東京大学卒業生部門から東京大学校友会との連
携強化、大同団結の提案がなされております。
ちなみに東京大学校友会は卒業生・学生・教職員を包含する組織で、会員相互の連携強化により大学支援の環境
を整え、東大コミュニティの育成と発展を目指す組織です。現在東大同窓会連合会ではこの提案に対して前向きに
検討しており、問題点の洗い出し、あるいは地域の同窓会に対して説明会を開催するなど、実現のための準備をし
ている状況です。
東大全体の同窓会組織とは別に神奈川銀杏会として取り組むべき課題として、①県内の同窓会拠点増加 ②新企
画の立案 ③情報の発信体制改善 等があります。
今年は元号がかわる歴史的な年になります。神奈川銀杏会としても新時代にふさわしい大改革に取り組んでいき
たいと考えます。
ぜひ皆様にも協力していただき、アイデアを出しながら実現を目指しましょう。

第 26 回（25 周年）総会・講演会・懇親会報告
平成 30 年 11 月 10 日（土）午後、パセラリゾーツ横浜関内３階「グレースバリ」 にて、会設立から 25 周年とな
る記念すべき第 26 回神奈川銀杏会総会を開催いたしました。ご来賓には、母校から社会連携本部卒業生部門長の島
田久弥様、同窓会連合会から事務局長の長嵜新一様、東京銀杏会から代表幹事の岩村 敬様、千葉銀杏会から事務
局次長の河野隆充様、埼玉銀杏会から代表幹事の露無松景様、東京大学鎌倉淡青会から会長の吉田和彦様をお迎え
いたしました。総会では、大久保敏治会長が議長を務め、次の諸議案が審議され、承認されました。
①平成29年度・平成30年度事業報告
②平成29年度会計報告
③平成31年度事業計画案
④平成31年度予算案
総会終了後、元駐米大使の加藤良三先生）から「日米関係の現状と今後の行方」と題し、ご講演をいただきまし
た。講師の加藤先生は、東大卒業後、外務省に入り、イェール大学に留学後、北米局安全保障課長、アジア局長、
総合外交政策局長、外務審議官という要職を歴任され、米
国駐米大使を務められました。外務省で加藤先生は、沖縄
返還、日米安保、湾岸戦争、朝鮮半島問題、国連改革とい
った日本外交の節目にあって常に重要な役割を果たして
こられました。駐米大使の任期は戦後最長の６年７か月に
も及びます。野球を長年のご趣味とされ、大使退任後は日
本野球機構（NPB）のコミッショナーを務められたことは
皆様ご周知のことであります。当日のご講演の要旨は次の
とおりです。
１．2018 年米国中間選挙の結果
上院は共和党がかろうじて過半数獲得で勝利し、下院は民主党が勝利し、ねじれの状態になった。知事選は 16 州で
民主党が勝利した。現政権は有利なのかどうか。トランプ大統領は分断を深めているが、対立軸の本質の見極めが重要
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である。
２．米国がどのような国か
日本人初のイェール大学教授、朝河寛一先生（1873 年（明治 6 年）12 月 20 日～1948 年（昭和 23 年）8 月 10 日、会
津出身）の「日本の禍機」が参考になる。著作の中で朝河先生は「米国は日本が利権を得ようと動き出したと見ている。
ヒトラーは無茶苦茶であり、末は自殺するのではないか。日本はそのような者と組んでどうするのか。日米双方とも相
手の理解が粗雑である。
」という卓見を示されている。当時の米国については、一般的日本人の感覚であった「米国は
金に汚い」については 「貧者が富める国」 であるといった見方や、米国は他国に比べて領土的野心が少ない、民情は
様々で、ふだんは議論が多いが、いざとなったときのまとまり・愛国心はすごい、などの見方を示している。
考えるに米国は 「２軸型の国」 と言える。 二大政党制のほか、野球、フットボール、コーラ（ペプシ＋コカコー
ラ）などが例。日本はピラミッド型に安定を覚えるが、米国は二軸に安定を覚えるようだ。
３．何が変わったのか
私が 1965 年に初渡米したときは 360 円／ドルの時代。1965 年の米国は素晴らしかった。今でこそ日本の方が食事
はおいしい、清潔だといったイメージがあるが、当時は米国にそう感じた。勝海舟が日米の違いを問われた際、
「米国
では位の高い人が頭は良い、寛容さがある」 と答え、幕閣を憤然とさせたという逸話が印象的である。米国には「寛
容さ」の文化がある。Political Correctness の精神がある。戦後いつの間にか Jap という蔑称は消えていった。黒人に
公民権を与えたのも同じ。ただ現状ではまだアフリカ系アメリカ人と和解していない。反対に黒人優遇に対する白人側
の怨嗟に火がついたというのが今の状況。
米国人は誰を信じているかという調査があり、結果は、軍人 74%、政府 37%、メディア 22%、議会 11%、中小企業
64%、大企業 24%といったところ。
４．日本の選択
日本人の好感度調査では米国は常に第１位。本当は日本も畏怖の色、いざとなったら何をするかと一目置かれる存在
になるのが望ましい。
日本にとって米国との同盟を強化することは重要。その中で今望まれているのは観客席からグラウンドに降りていく
ことである。もっとも、
「同盟」イコール「運命共同体」ではないことも理解しておかなければならない。イスラエル
人からは「日本は米国との同盟があるからと言って良く安心していられますね」 と言われることもある。日本は他国
に「勉強する」
「学ぶ」という目的で人材を送る。米国が他国に人材を送るときは「出城＝橋頭保をつくる」 という目
的でそれに相応しい人材を送る。今後の日本は対米国に関して自主性を取り戻すチャンスである。
講演会終了後、社会連携本部卒業生部門長の島田久弥様から、「東京大学の近況」と「東京大学校友会」につい
てご講話をいただきました。
その後、会場を同じくして懇親会が開催されました。大久保敏治会長の主催者挨拶に続き、ご来賓を代表して東
京大学同窓会連合会事務局長の長嵜新一様からご祝辞をいただきました。その後は本会顧問の土井修前会長の音頭
で乾杯、歓談となり、参加者一同、旧交を温めるとともに新たな出会いを加えて親睦を深めました。途中、サプラ
イズ企画として、才媛美人ベリーダンサーがステージに現れ、ベリーダンス・ショーになりました。和やかな歓談
の締めは新村正純会員のリードにより参加者一同大きな一つの輪になって「ただ一つ」を唱和しました。
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同好会活動

（１） 三土会
昼食会（三土会）は、神奈川銀杏会の同好会活動の一環として、会員各位の知識教養を高めると共に、会員相互
の親睦を深める場として開催しております。
多くの方々のご参加をお待ち申し上げます。
[開催日時] ：毎月第三土曜日 11:30～14:00
・昼食をとり話題提供者のスピーチを聴いた後、意見交換・自由討論をいたします。
・当日の予定 11:30～12:30 昼食及び会員懇談
12:30～13:30 話題提供
13:30～14:00 質疑応答及び意見交換・自由討論
・テーマに依り、スケジュールを変更する場合がございます。
[開催場所] ：クルーズ・クルーズ YOKOHAMA
ＪＲ横浜駅東口徒歩 3 分 スカイビル 27Ｆ
[今後の予定]：話題提供者の敬称省略。
H31 １月 19 日 「外食産業の概要」豊吉誠治
H31 2 月 16 日 「栄養と健康について」

H30 11 月 17 日 「企業の常識・弁護士の非常識」大山滋郎氏の１シーン
来年１月以降の話題提供者を募集しています（自薦・他薦・推薦可）
[参加申込方法]：
参加御希望の方は開催日の１週間前までに幹事宛てに申し込んでください。
[ 会 費 ] ：3,300 円-3700 円／人程度（実費）
。話題提供者は無料。
[幹事連絡先] ：奥出信一郎（連絡先は「入会等お問合せ」でお問い合わせください。
）

（２） 三火会
2019 年１月例会の開催案内をいたします。
【１月例会のお知らせ】
【日時】平成 31 年１月 15 日（火）07：00～09：00 頃まで
【会 場】 横浜キャメロット・ジャパン２Ｆスタビアーナ
【会 費】1,620 円
3/5

【話題】中島氏 「猫談義」
なお、２月以降の予定は次のとおりです。
【２月以降の予定】
・２月 1９日（火） 斎藤氏 「調整中」
・３月 1９日（火） 村田氏 「調整中」
・４月 1６日（火） 河辺氏 「調整中」
・５月２1 日（火） Ｘ氏
「調整中」
・６月１８日（火） 出井氏 「調整中」
皆様どうぞよろしくお願いいたします。
連絡先：中島 敏（連絡先は「入会等お問合せ」でお問い合わせください。
）

（３）ゴルフ会
会 費： 年会費無料
会 員： 神奈川銀杏会会員およびその配偶者の方（現在会員登録数 80 名）
（入会申し込み：氏名、卒業年次・学部、オフィシャル or プライベートハンデイキャップ、
〒番号、住所、Tel、Fax 番号、Ｅメールアドレスを幹事まで連絡ください。
）
幹 事： 宇田川 潔（連絡先は「入会等お問合せ」でお問い合わせください。
）

（４）食楽会
新年おめでとうございます。すっかり冷え込んできた今日この頃ですが、会員の皆様におかれましては持前のグ
ルメパワーを発揮され、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて昨年最後となる食楽会は、去る 11/24（土）に 20 名ものご参加を得て、会長肝入りの特別企画「東京競馬場
特別貴賓室（ダービールーム）での競馬鑑賞とグルメ満喫の会」を開催いたしました。
初めての競馬場体験の方も多くいらっしゃいましたが、会員プロや係の方の親切なご指導の下、馬券購入や眼下
でのレース鑑賞を満喫して頂けたことと存じます。来年以降も目玉企画として定期的な開催ができればと思ってお
りますので、今回不参加の皆様も次回はぜひご参加くださいますようお願い申し上げます。
次回は新年会企画として、1/12（土）に幹事勤務の「サイゼリア」で「特別料理を格安で味わう会」を開催いた
します。既に 16 名様のご参加申込を頂いておりますが、まだまだ余裕がございますので、ご興味のある会員様には
ぜひご参加くださいますようお願い申し上げます。
またこれを機会に新規に入会を希望される方は、下記幹事までメールにて「卒業年次・学部・ご住所・電話番号
（携帯電話番号共）
」をご記入の上、お申込みをお願いいたします。

○大久保敏治（連絡先は「入会等お問合せ」でお問い合わせください。
）
○豊吉 誠治（連絡先は「入会等お問合せ」でお問い合わせください。
）
○福山 隆幸（連絡先は「入会等お問合せ」でお問い合わせください。
）
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（５）気功の会
気功の会は、神奈川銀杏会の同好会活動の一環として、会員各位の健康を増進すると共に、会員相互の親睦を深
める場として開催しております。
多くの方々のご参加をお待ち申し上げます。
[開催日時] ：毎月第一第三土曜日 9:30～11:00
・スケジュールを変更する場合がございます。
・体を動かしやすい平服でおいでください。
[開催場所] ：神奈川区金港町１－１１ ナビューレ横浜タワーレジデンスの３階音楽スタジオ ＪＲ横浜駅東口
徒歩 3 分
[主催]：東京大学同窓会・神奈川銀杏会の「気功の会」
幹事
奥出 信一郎（連絡先は「入会等お問合せ」でお問い合わせください。
）
副幹事 福山 隆幸 （連絡先は「入会等お問合せ」でお問い合わせください。
）
講師
大畑 敏久

12 月１日気功の会の写真

次回の神奈川銀杏会ニュース第 56 号は 3 月編集、４月 1 日発行の予定です。
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